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特別招待選手

自己最高記録

ハーフマラソン：1時間02分18秒（2010丸亀国際ハーフマラソン）
マラソン：2時間08分14秒（2013ソウル国際マラソン）

自己最高記録

5000m ：13分47秒15（2014ゴールデンゲームズin延岡）
10000m： 28分18秒15（2010全日本実業団陸上選手権）
ハーフマラソン：1時間02分37秒（2005丸亀国際ハーフマラソン）
マラソン：2時間07分39秒（2015東京マラソン）

主な戦績

2016　青梅マラソン(30km)/3位/1時間32分40秒
2014　仙台国際ハーフマラソン/4位/1時間03分23秒
2011、2013　世界陸上男子マラソン代表

埼玉県職員の肩書をもつ「公務員ラン
ナー」。東京マラソン2011で日本人1
位となり、2011世界陸上の代表として
選考され、一躍脚光を浴びる。2013
世界陸上代表選考レースでも同大会
新記録で優勝し、２大会連続での世界
陸上日本代表となった。惜しくも2016
リオ五輪の代表は逃すも、来年のロン
ドン世界陸上へ向け、仙台での走りが
新たなスタートなる。

川内 優輝  Yuki Kawauchi  
［男子特別招待］

埼玉県庁 1987年3月5日生/29歳/175㎝ /62㎏

自己最高記録

5000m：13分46秒99（2012ゴールデンゲームズin延岡）
10000m：28分25秒27（2010日本体育大学記録会）
ハーフマラソン：1時間02分50秒（2015丸亀国際ハーフマラソン）
マラソン：2時間12分29秒（2015びわ湖毎日マラソン)

主な戦績

2016　全日本実業団駅伝/7区15.5㎞ /区間1位/46分40秒
2015　びわ湖毎日マラソン/5位/2時間12分29秒
2015　丸亀国際ハーフマラソン/1時間02分50秒

宮城県富谷町出身。東北高校から日
本体育大学在学中は箱根駅伝区間賞
獲得など活躍。2015びわ湖毎日マラ
ソンでは、2時間12分29秒で5位（日
本人2位）に入る。ニューイヤー駅伝
2016では最終7区のアンカーを走り、
区間賞を獲得、チームの総合2位に
貢献する。地元宮城での走りに期待し
たい。

野口 拓也  Takuya Noguchi   3

1 2

［男子特別招待］

コニカミノルタ 1988年7月2日生/27歳/173㎝ /56㎏

福島県小高町(現 南相馬市）出身。
順天堂大学時代は、箱根駅伝で3年
連続区間記録で走破するという偉業を
成し遂げ、元祖山の神と称される。東
京マラソン2015での記録2時間07分
39秒は、日本歴代6位で現役ランナー
最速のタイムで、同年開催の北京世界
陸上の男子マラソンの代表となった。

今井 正人  Masato Imai  
［男子特別招待］

トヨタ自動車九州 1984年4月2日生/32歳/169㎝ /57㎏

自己最高記録

5000m：15分32秒41（2006兵庫実業団長距離記録会）
10000m：33分25秒48（2012中国実業団選手権）
ハーフマラソン：1時間12分34秒（2011ロックンロールハーフ）
マラソン：2時間23分23秒（2012大阪国際女子マラソン）

自己最高記録

5000m：15分58秒62（2011ナイタートライアル丸亀）
10000m：32分40秒82（2014兵庫リレーカーニバル）
ハーフマラソン：1時間10分26秒（2013丸亀国際ハーフマラソン）
マラソン：2時間27分57秒（2014名古屋ウイメンズマラソン)

主な戦績
2015　世界陸上北京大会マラソン日本代表
2012　ロンドンオリンピックマラソン日本代表
2012　大阪国際女子マラソン/1位/2時間23分23秒

主な戦績

2016大阪国際女子マラソン/2位/2時間28分20秒
2015丸亀国際ハーフマラソン/5位/1時間11分06秒
2011日本選手権3000ｍSC/2位/10分02秒24

2012大阪国際女子マラソンで、2時
間23分23秒（日本女子マラソン歴
代9位）の好タイムでマラソン初優
勝を果たし、同年開催のロンドン五輪
の女子マラソンの日本代表へ初選出
された。2015大阪国際女子マラソン
では、日本人トップとなる3位に入賞
し、同年開催の北京世界陸上の女子
マラソン代表となった。

3000メートル障害とマラソンで活躍
する二刀流ランナー。5度目のマラソ
ンとなった2016大阪国際マラソンで
は，後半に驚異的な粘りを見せ見事
に2位になった。2014の本大会では，
1時間13分21秒で3位に入賞をして
おり，今回も上位入賞が期待される。

重友 梨佐  Risa Shigetomo   

堀江 美里  Misato Horie   

201

202

［女子特別招待］

［女子特別招待］

天満屋

ノーリツ

1987年8月29日生/28歳/168㎝/53㎏

1987年3月10日生/29歳/168㎝/50㎏ ゲストランナー

高橋 尚子 Naoko Takahashi

中学から本格的に陸上競技を始

め、県立岐阜商業高校、大阪学院

大学を得て実業団へ。98年名古

屋国際マラソンで初優勝、以来マ

ラソン6連勝。2000年シドニー五

輪金メダル、01年ベルリンでは世

界記録（当時）を樹立。08年10

月現役引退を発表。公益財団法人

日本陸上競技連盟　理事、公益財団法人日本オリンピック委員会　理事

に就任。「高橋尚子のスマイル アフリカ プロジェクト」や環境活動、スポー

ツキャスター、JICAオフィシャルサポーターなどでも活躍中。

主な戦績

2015　東京マラソン/7位（日本人1位）/2時間07分39秒
2015　世界陸上男子マラソン代表
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国際姉妹・友好／交流促進協定締結都市 招待選手

風光明媚な南カリフォル

ニアの中心にあるリバサ

イド郡の郡都で、郡の西

部に位置し、ロサンゼル

スから車で 1時間程度の

ところにある。かつて柑

橘産業が盛んで、現在

は小売業とエンターテイ

メント産業において継続

的に発展している。人口

約 31 万人。

ブルターニュ州の州都。

地勢・気候が日本の東

北地方に似ている。多

くの高等教育・研究機

関があり、ブルターニュ

の学術研究の中心地と

なっている。古くから農

業地帯として栄えてきた

が、近年はハイテク産業

の立地も著しい。人口は

約 21 万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

イボン・
レジアール

ジルダ・
ギユリー

カロリーヌ・
ギユモ

M. Yvon Léziart Gildas Guillery Caroline Guillemot

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

ジョン・
マッカーサー

スコット・
H.ウィンロー

マーシャ・ 
A. ウィンロー

John McArthur Scott H. Winrow Marcia A. Winrow

仙台市は、国際姉妹・友好都市であるリバサイ
ド市（アメリカ）、レンヌ市（フランス）、ミンスク
市（ベラルーシ）、アカプルコ市（メキシコ）、
長春市（中国）、ダラス市（アメリカ）及び光州広
域市（韓国）や、協定を締結したオウル市（フィ
ンランド）、台南市（台湾）との間で多様な交流
を進めています。 
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レンヌ市 Rennes（France）国際姉妹都市 ■フランス共和国　ブルターニュ州
1967 年 9 月6 日提携

リバサイド市国際姉妹都市 ■アメリカ合衆国　カリフォルニア州
1957 年 3 月9 日提携

Riverside（U.S.A） アカプルコ市 Acapulco（Mexico）
■メキシコ合衆国　ゲレーロ州
1973 年 10 月23 日提携

メキシコ合衆国南太平

洋岸のゲレーロ州に位置

し、美しい砂浜と変化に

富んだ海岸線で知られ

る国際的な観光保養都

市。慶長遣欧使節が太

平洋を横断し、1614 年

に初めて到着した地。市

内には支倉常長の銅像

がある。主要産業は観

光業。人口は約 79 万人。

ミンスク市 Minsk（Belarus）
■ベラルーシ共和国　
1973 年 4 月6 日提携

ベラルーシ共和国の首

都。自動車・トラクター

等の生産が盛んな工業

都市である。科学アカ

デミー・劇場・博物館・

図書館などの学術文化

機関が集まっている。人

口は約 192 万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

グスタボ・
アロヨ・アロヨ

イポリト・
サンドバル・
ゴディネス

マリエラ・
ロマン・
サンティアゴ

Gustavo
Arroyo Arroyo

Hipolito
Sandoval Godinez

Mariela
Roman Santiago

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

セルゲイ・
フルマノフ

アレキサンドル・
クルグレーニア

オリガ・
ツィハノウスカヤ

Siarhei Furmanau Aliaksandr Kruhlenia Volha Tsikhanouskaya

長春市 Changchun（China）

中国東北地方のほぼ中

央に位置する、吉林省

の省 都。農工 業 都市・

文 化 都 市として発 展。

特に中国最大の自動車

企業、中国第一汽車グ

ループの本拠地として

有名。長春市管轄総人

口 753 万人（長春市区

人口 364 万人）。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

劉 士学
（リュウ・シーシュエ）

白 暁文
（バイ・シャオウェン）

Liu Shi Xue Bai Xiao Wen

国際友好都市 ■中華人民共和国　吉林省
1980 年 10 月27 日提携

国際姉妹都市

国際姉妹都市

李 秀艶
（リー・シュウイェン）

Li Xiu Yan
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ソウルから飛行機で約

40 分、韓国南西部に位

置する韓国 6 大都市の

1 つ。「味の都」「芸術の

都」と呼ばれており、「キ

ムチ大祝祭」や、国際

規模の芸術展「光州ビ

エンナーレ」が有名。人

口は約 147 万人。

台北から台湾高速鉄道で

約1時間45分、台湾南

西部に位置する都市。「台

湾の京都」とも称される

都市で、街の中には歴史

的な建築物、寺院等が点

在している。観光、経済、

産業、福祉、文化及びス

ポーツ分野の交流促進

協定を締結している。人

口は約188万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

王 藝霖
（ワン・イーリン）

林 益豊
（リン・イーリー）

郭 沛靈
（クオ・ペイリン）

Wang Yi-Lin Lin Yi-Li Kuo Pei-Ling

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

鄭 琦善
（チョン・ギソン）

金 南燮
（キム・ナムソプ）

李 惠允
（イ・ヘユン）

Jung Gi Sun Kim NamSeop Lee HyeYun

台南市 Tainan（Taiwan）交流促進
協定締結都市

■台湾
2006 年 1 月20 日協定締結

光州広域市 Gwangju（Korea）国際姉妹都市 ■大韓民国　
2002 年 4 月20 日提携

ダラス市 Dallas（U.S.A）
■アメリカ合衆国　テキサス州　
1997 年 8 月29 日提携

商業、流通、金融、製造

業が盛んなアメリカ中南

部の拠点都市。全米最

大規模の国際空港や世

界最大の卸売展示場な

どの施設があり、米国屈

指のコンベンション都市

として知られる。多くのプ

ロスポーツチームの本拠

地となっていることでも

有名。人口は約122万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

マーク・ベリー ブレント・ウードル ターニャ・
イヴァンディック

Mark W. Berry Brent A. Woodle Tanja Ivandic

国際友好都市
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実業団招待選手［男子］

ヤマダ電機 天満屋

実業団招待選手［女子］

高田 晴奈
Haruna Takada 

2014 全日本実業団ハーフマラソン
/10位/1時間11分46秒

  

前田 穂南
Honami Maeda

2016 全日本実業団ハーフマラソン
/1時間12分50秒

フェリスタ ワンジュグ
Felista Wanjugu

松見 早希子
Sakiko Matsumi

ユニバーサルエンターテインメント

第一生命

2016 全日本実業団ハーフマラソン
/2位/1時間10分02秒

2015 全日本実業団対抗女子駅伝予選大会
1位/4区3.8㎞ /区間3位/11分59秒

2015 全日本実業団対抗女子駅伝大会
3位/4区3.6㎞ /区間3位/11分09秒

2016 名古屋ウィメンズ/
2時間32分19秒

谷川 智浩
Tomohiro Tanigawa 

押川 裕貴
Yuki Oshikawa 

井上 翔太
Syota Inoue 

千葉 健太
Kenta Chiba 

服部 翔太
Shota Hattori 

荻野 皓平
Kohei Ogino

佐野 広明
Hiroaki Sano 

コニカミノルタ
2015 長野マラソン/2位/

2時間11分39秒

2015 北海道マラソン/2位/
2時間17分03秒

2013
 

丸亀国際ハーフマラソン/
1時間02分17秒

トヨタ自動車九州
2014 びわ湖毎日マラソン/

2時間13分24秒

  

トヨタ自動車
2015 丸亀国際ハーフマラソン/

1時間02分49秒

2014 仙台国際ハーフマラソン/
7位/1時間03分52秒

　

富士通
2015 延岡西日本マラソン/4位/

2時間14分00秒

Ｈｏｎｄａ
2015 全日本実業団ハーフマラソン

/6位/1時間01分25秒

2013 ユニバーシアードハーフマラソン
/5位/1時間05分00秒

富士通
2015 長野マラソン/3位/

2時間11分42秒

2015 青梅マラソン（30㎞）/
3位/1時間33分42秒

Ｈｏｎｄａ
2015 東京マラソン/9位（日本人2位）

/2時間09分12秒

2013 シカゴマラソン/7位（日本人1位）
/2時間10分29秒

2014 仙台国際ハーフマラソン/2位
（日本人1位）/1時間02分40秒

車いす招待選手

山本 浩之

中山 和美

Hiroyuki Yamamoto 

Kazumi Nakayama 
アクセンチュア

2015 はまなす車いすマラソン
（ハーフ）/1位/40分54秒

2015 大分国際車いすマラソン/
2位/1時間25分02秒

2014 東京マラソン/1位/
1時間30分43秒

2016 東京マラソン/3位/
1時間56分58秒

2015 大分国際車いすマラソン
（ハーフ）/1位/53分11秒

　

鈴木 朋樹
Tomoki Suzuki
 

2015 東京マラソン/2位/
1時間30分36秒

　

樋口 政幸
Masayuki Higuchi 
PUMA JAPAN
2015 仙台国際ハーフマラソン/

１位/47分44秒

2015 IPC世界陸上選手権1500m/
7位/3分05秒56

2015 IPC世界陸上選手権5000m/
5位/10分56秒99　

国際姉妹・友好／交流促進協定締結都市 招待選手

D
om

estic Invited Runners

国
内
招
待
選
手

Invited Runners From
 Sendai's International Sister/ Friendship C

ities and C
ities w

ith O
fficial A

greem
ents

国
際
姉
妹
・
友
好
／
交
流
促
進
協
定
締
結
都
市 

招
待
選
手

THE 26th SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON 09 10



D
om

estic Invited Runners

D
om

estic Invited Runners

国
内
招
待
選
手

大学招待選手［男子］

紺野 凌矢  Ryoya Konno  
2015 日本学生ハーフマラソン/1時間04分05秒

片西 景  Kei Katanishi 
2015 上尾シティハーフマラソン/1時間05分50秒

山本 信二  Shinji Yamamoto  
2015 日本学生ハーフマラソン/1時間05分51秒

山口 健弘  Takehiro Yamaguchi  
2015 平成国際大学長距離競技会（10000m）/30分09秒62

東洋大学 駒澤大学

東洋大学 駒澤大学

陸協推薦招待選手［男子］

山内 敬裕  Takahiro Yamauchi 
2015 弘前・白神アップルマラソン(ﾌﾙ )/年代別3位/2時間30分51秒

大場 直樹  Naoki Ooba  
2015 日体大長距離競技会（10000ｍ）/30分53秒86

チェボティビン エゼキエル  Chebotibin Ezekel
2015 仙台国際ハーフマラソン/一般の部1位/1時間02分34秒

中島 拓実  Takumi Nakajima 
2015 あづま荒川クロスカントリー大会(13.2㎞ )/1位/42分45秒

早坂 光司  Koji Hayasaka  
2016 別府大分毎日マラソン/2時間21分01秒

鈴木 駿  Shun Suzuki
2015 仙台国際ハーフマラソン/8位/1時間04分27秒

青森市役所

陸上自衛隊福島

秋田市陸協

石巻 RC

ＮＤソフト

東邦リファイン

陸協推薦招待選手［女子］

中軽米 愛美  Manami Nakakarumai  
2015 日体大長距離競技会(3000m)/10分00秒01

橋本 美加  Mika Hashimoto 
2015 山陽女子ロードレース（ハーフ）/1時間18分39秒

大和田 治美  Harumi Oowada  
2015 一関国際ハーフマラソン(10km)/年代別1位/46分20秒

桑原 絵理  Eri Kuwahara 
2016 高根沢町元気あっぷマラソン(ハーフ)/1位/1時間22分13秒

五十嵐 桂子  Keiko Igarashi  
2015 神戸マラソン/2時間56分39秒

田中 幸  Sachi Tanaka  
2015 仙台国際ハーフマラソン/6位/1時間15分28秒

陸上自衛隊青森第 5 連隊

ＡＣ須賀川★水曜ランでしょう

鹿角陸協

一関 AC

宮城陸協

スポーツ山形 21

東北学連招待選手

藤原 啓  Kei Fujiwara   
2015 東北学連競技会/5000ｍ/16分13秒83

佐藤 和也  Kazuya Sato 
2015 日体大長距離競技会/5000ｍ/15分40秒51

菅原 南  Minami Sugawara   
2015 全国教育系大学陸上競技大会/1500ｍ/4分58秒４３

東北大学

東北学院大学

宮城教育大学

久米島マラソン優勝選手

尾尻 琢磨  Takuma Ojiri   
2015 久米島マラソン(ハーフ)/２位/1時間17分04秒

荷川取 早織  Saori Nikawadori   
2015 久米島マラソン(ハーフ)/2時間06分44秒

琉球物流

久米島町

招待選手等
ハーフ登録の部 男子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

1 川内　優輝 埼玉県庁

2 今井　正人 トヨタ自動車九州

3 野口　拓也 コニカミノルタ

11 スコット・H. ウィンロー リバサイド国際交流委員会

12 ジルダ・ギユリー レンヌ競技場陸上クラブ

13 アレキサンドル・クルグレーニア ベラルーシ国軍スポーツ協会

14 イポリト・サンドバル・ゴディネス

15 白　暁文 長春長鈴汽油机有限公司

16 ブレント・ウードル White Rock Running Co-op

17 金　南燮 光州陸上競技連盟

18 林　益豊 玖陽開發工程

21 井上　翔太 トヨタ自動車

22 谷川　智浩 コニカミノルタ

23 押川　裕貴 トヨタ自動車九州

24 佐野　広明 Ｈｏｎｄａ

25 服部　翔太 Ｈｏｎｄａ

26 荻野　皓平 富士通

27 千葉　健太 富士通

31 山本　信二 東洋大学

32 山口　健弘 東洋大学

33 紺野　凌矢 駒澤大学

34 片西　景 駒澤大学

41 山内　敬裕 青森市役所

42 大場　直樹 秋田市陸協

43 チェボティビン　エゼキエル 東邦リファイン

44 中島　拓実 陸上自衛隊福島

45 早坂　光司 石巻RC

46 鈴木　駿 ＮＤソフト

47 藤原　啓 東北大学

48 佐藤　和也　 東北学院大学

49 尾尻　琢磨 琉球物流

　
ハーフ登録の部 女子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

201 重友　梨佐 天満屋

202 堀江　美里 ノーリツ

211 マーシャ・A. ウィンロー リバサイド国際交流委員会

212 カロリーヌ・ギユモ レンヌ競技場陸上クラブ

213 オリガ・ツィハノウスカヤ オリンピック選手養成 青少年スポーツ学校

214 マリエラ・ロマン・サンティアゴ

215 李　秀艶 一汽鋳造有限公司　鋳造第一工場

216 ターニャ・イヴァンディック Luke's Locker

217 李　惠允 光州広域市

218 郭　沛靈 国立成功大学

221 フェリスタ ワンジュグ ユニバーサルエンターテインメント

222 高田　晴奈 ヤマダ電機

223 前田　穂南 天満屋

224 松見　早希子 第一生命

241 中軽米　愛美 陸上自衛隊青森第５連隊

242 橋本　美加 鹿角陸協

243 大和田　治美 一関AC

244 桑原　絵理 ＡＣ須賀川★水曜ランでしょう

245 五十嵐　桂子 宮城陸協

246 田中　幸 スポーツ山形21

247 菅原　南 宮城教育大学

248 荷川取　早織 久米島町

　
ハーフ車いすの部 

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

30001 山本　浩之

30002 樋口　政幸 PUMA JAPAN

30003 鈴木　朋樹

30004 中山　和美 アクセンチュア
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